中3
第１問～第 3 問
第4問

2019 年度 総合考査１ 英語解答

省略

(1)×(2)〇(3)×

第5問

(1) ③

(2) ①

(3) ③

第6問

① largest

第7問

(1) have been (2) to wash (3) taught (4) raining

第8問

(1) as fast

第9問

(1) May I borrow your pen?

②area

③There

④nature ⑤myself

⑥traditional

(2) calls him (3) first visit

(2) How long does it take to go to (far が不要)
(3) Learning history makes me tired.
第１０問

(looks が不要)

(1) I have lost my key.
(2) I have had a headache since yesterday.

第 11 問

(1) Are those anime characters loved by many people?
(2) You’re a fan of Hanshin tigers, aren’t you?
(3) How long has he been worried about his mother?
(4) Which does she like better , coffee or tea?

第 12 問 (1) They were made in India.
(2) I have never heard from her.
(3) Watching movies makes me excited. ※Watching movie does.

第 13 問 (1) Please pass me the salt. (Pass me the salt, please)
(2) How many times have you been to Brazil?
(3) I had no time to watch TV.
第 14 問
第 15 問

省略
(1)①オ

②イ

(2) ①T ②F

③T

(3) The temperature (around the world) is becoming higher( and higher) these days.
It is becoming higher(and higher) these days.
(4) Because trees absorb carbon dioxide (and produce oxygen.)
planting trees can absorb carbon dioxide (and produce oxygen)
第 16 問
(1) ①been ②popular
(2)鉛筆を作るために多くの木が切り倒されていること
(3) ウ、オ、キ

問 14

ライティング対策問題です。おそらく今回の考査で現在完了や受動態の文を使って、などの条件

でライティングが出題されると思います（出なかったから石川を恨んでください）。この模擬試験ではみ
なさんに「文章の型」をおぼえてもらって、本番類似問題が出た時に得点できるようにしたいと思いま
す。空欄を埋めながら、文全体を覚えるようにしてくださいね。
１、Topic sentence (主題)→何について書くのか、明記します。
(例文①)私がサーキットブレーカーの間、どのように毎日過ごしていたか、あなたにお伝えします。
〈文法〉助動詞・不定詞・前置詞
英作文→I

(will) tell you (how) (to) spend every day (during) the circuit breaker.

(例文②)それについては３つのポイントがありました。
〈文法〉there 構文
英作文→(There)

were three points about it.

2、Supporting sentence (根拠)→具体例を出しながら主題の内容を読み手に伝えます。
(例文③)最初に、私はサーキットブレーカーが始まってからずっと一生懸命勉強しました。
〈文法〉現在完了
英作文→(First)

I (have) studied hard (since) the circuit breaker (started).

(例文④)一人で勉強することは私をとても疲れさせました。
〈文法〉第 5 文型
英作文→(Studying)

alone (made) me very tired.

(例文⑤)次に、私は毎日健康のために早く起きるようにしました。
〈文法〉不定詞
英作文→(Second),

I tried (to) (get) (up) early for my health every day.

(例文⑥)しかし時々、私は母親に起こされました。
〈文法〉受動態・接続詞
英作文→(But)

sometimes I (was) (woken) up (by) my mother.

(例文⑦)3 つ目に、私は母の家事を手伝いました。
〈文法〉help の用法
英作文→(Third),

I helped my mother (with) her house work.

(例文⑧)私は、部屋が毎日母によってきれいされていたことが分かりました。
〈文法〉受動態・find の用法
英作文→I

(found) that our rooms (were) cleaned (by) my mother every day.

(例文⑨)また、朝昼晩の三食は母によって料理されました。
〈文法〉受動態
英作文→(Also),

the three meals of breakfast, lunch and dinner (were) (cooked)

(by) my mother
(例文⑩)母や私よりずっと忙しかったです。
〈文法〉比較
英作文→My

mother was (much) (busier) (than) I.

3、Concluding sentence(まとめ)→主題を踏まえてまとめる
(例文⑪)このように、私はサーキットブレーカーの間に３つのことに挑戦しました。
〈文法〉まとめ方・前置詞
英作文→(In)

(this) (way), I tried three things (during) the circuit breaker.

(例文⑫)私にとって家にいることはたいへんでしたが、私は自分自身と家族のために時間を過ごすこと
が出来ました。
〈文法〉接続詞・it to 構文・助動詞
英作文→(Although)

(it) was hard (for) me (to) stay home, I (could) spend time

for myself and my family.

